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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2841 回例会 令和元年 5月 10 日（金） 
・出席奨励 村嶋 

前月の出席率は 71.48%引き続きご協力お願いいたします 

・S.A.A. 永井 秀和 

来週は移動例会落語月末の 31 日は夜間例会新会員歓迎例会となっておりますので多くの出席をお願い

いたします 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ 国歌斉唱    

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      諸岡 正徳 会員 

◇ お客様 

NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク理事長 篠田 伸夫 様 
同 理 事 松田 徹之 様  

（株）ブレイン・サプライ代表取締役  岡 弘己 様 
成田コスモポリタンロータリークラブ  大木 裕信 様、 

成田空港南ロータリークラブ 内田 裕雄 様、青柳 誠 様 
土屋 俊夫 様、古西 弘和 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・遠藤英一元会員令夫人 遠藤京子様よりご挨拶 

主人が生前中は大変お世話になりました。また葬儀の際にはお忙

しい中、たくさんの皆様にご会葬いただきありがとうございまし
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た。諸岡ガバナー年度では会計をやらせていただくということで張り切っておりましたが、

このような中途半端な形になり、皆様にご迷惑をお掛けして申し訳ありません。このよう

な状況になりましたことを主人が一番驚いているのではないかと思っておりましたが、先

日、大学の後輩がいらっしゃってくださった時に、今年の新年会では「自分は孫の顔が見

られないかもしれない」と言っていたそうです。また随分行ってなかった私の実家にも数

年ぶりに行ってくれました。そのようなことを考えると、どこか予感しているところがあ

ったのかもしれません。 

早いものでもうすぐ百か日を迎えます。皆様にはますますご健康にご留意され元気でいら

していただきたいと思います。また、お元気なうちに奥様に銀行の通帳、実印、保険証書、

株券等の場所を伝えておいていただきたいと思います。（できれば一覧表にして）後で残

されたものは、大変苦労することになります。 

皆様方には本当に仲良くしていただきました。ご一緒させていただいた旅行は忘れること

ができません。奥様方にもよろしくお伝え下さいますようお願いいたします。今日はこの

ような機会を作っていただきありがとうございました。クラブからのお誘い、いつでも喜

んで参加させていただきますので、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

本当に長い間お世話になりました。 

 

◇ 誕生祝い 
小宮山四郎会員(ｓ16.5.23)、齊藤三智夫会員 (ｓ42.5.12) 

細井将紀会員(ｓ42.5.16) 

【欠席】 

伊藤隆治会員(s47.5.31) 

 

◇ 結婚祝い 

高橋晋会員（預）（s46.5.25）、佐藤英雄会員（s48.5.20） 
喜久川登会員(s53.5.5)、土井英二会員(H5.5.15) 
【欠席】 

松田泰長会員(s56.5.21) 

 

◇ ニコニコボックス 

石川 憲弘 会員：今食事をしておりましたら、目の前に見

覚えのある顔がありました。今日の卓話者篠田さんと一緒にい

らっしゃった松田さんでした。彼とは小学校の同級生です。彼

は東大卒業、私は出来が悪かったのですが大変仲よくさせてい

ただき、松田くんの家には何回も遊びに行きお母さんにもずい

ぶんお世話になりました。今日ここで会えるとは夢にも思って

おりませんでした。今日はよろしくお願いします。 

 

諸岡 靖彦 会員：大型連休の前半、28 日と平成最後の祝日

29 日は、全国ローターアクト研修会で福岡に行ってきました。

早朝 6：05 発のジェットスター便で 8 時過ぎには到着し、会

議の始まる前に大宰府に赴き、令和の元号の由来を訪ねてきま
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した。普段は天満宮にお参りするので、手前の大宰府政庁のあった史跡は素通りするので

すが、今回はそれが目当てでしたので、公園となっている一帯を見物しました。 

大伴旅人の住まい跡が神社で、観光の人が群がっていました。万葉集の梅花の歌の序文「初

春の令月にして、気淑く 風和らぎ…」に因んだ宴が開かれた辺りです。令和が明けた５

月１日は、ごった返すほどの人の出となったそうです。１日は成田でも、「令和の元旦」

ということで、御朱印を記念に求められる方が殺到し、正月並みの賑わいでした。ロータ

ーアクトの大会は、当地区の活動が遅れておりますので、見ること、聞くことがすべて刺

激となり、大いに参考になりました。主催の２７００地区（福岡県と長崎、佐賀の一部）

で制作した青少年向けのマンガ本（ロータリーの創設者・ポール・ハリスと日本のロータ

リーの父・米山梅吉を解説した物語）２冊を資料として持ち帰りましたので、神﨑会長に

お渡しいたします。 

 

ローソンかおり 会員：私事ですが 1 つ嬉しいことがございま

した。平成最後の日に念願の私の税理士法人と行政書士事務所

の看板が出来上がりました。作ってくれたのは稲垣工業株式会

社さんです。とっても親身にご相談に乗っていただき、じっく

り打ち合わせし理想のデザインの看板が出来上がりましたので

ここで御礼を述べさせていただきたいと思います。菊地さんあ

りがとうございました。 

それと、お知らせです。6 月 2 日に今年も成田ラグビーフェスティバルが開催されます。

場所は中台運動公園陸上競技場です。今年は明治大学対帝京大学のゲームがあります。と

ても盛り上がると思います。野外には世界のワールドグルメ屋台が出ます。参加料は無料

となっておりますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。またポスターを貼っていた

だける方がいらっしゃいましたら、ご協力よろしくお願いします。 

 

菊地 貴 会員：今、ローソンさんの方から温かいお言葉をい

ただき励みになります。若いデザイナーが一緒になって半年位

考えながら作った看板で彼も喜んでおり、社内的にも良いもの

ができたなと話していた案件でした。ローソンさん、ありがと

うございました。 

 

小泉 英夫 会員：商工会議所主催で行われる 10 月の弦祭りの

関係で、5 月の連休は青森県弘前の三味線の世界大会に行って参

りました。大会は 5 月 3 日、4 日の両日行われます。弦祭り当

日に本堂前でやっていただく団体の優勝者、独奏男子 A 級のチ

ャンピオン、女性の A 級チャンピオンを連れてくると言う目的

です。団体は早稲田大学三味線愛好会 三津巴、女性は駒田早代

さん 19 歳.、男性は菅野優斗さん 23 歳。今までよりだいぶ若返りました。弘前市内はソメ

イヨシノが終わりしだれ桜が満開でした。岩木山に登りましたら、中腹にはソメイヨシノ

桜が残っており一番いい時でした。 
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◇ 会長挨拶    神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは、長い休みも終わり、また、元号は平成から

令和になりました。5 月 1 日徳仁天皇陛下が即位され、諸行

事が執り行われていて国民挙ってのお祝いとなりました。皆

様も祝意を示されたでしょうか。 

NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク理事長篠田伸夫様、

同理事松田徹之様、ようこそいらっしゃいました。後程の卓

話を宜しくお願いいたします。 

（株）ブレイン・サプライ代表取締役岡弘己様、成田コスモポリタン RC 大木裕信様、

成田空港南 RC 内田裕雄様、青柳誠様、土屋俊夫様、古西弘和様、ようこそいらっしゃい

ました。ごゆっくりお過ごしください。 

 さて、5 月は青少年奉仕の特別月間ですが、先月 28 日（日）日本ボーイスカウト千葉県

連盟印旛地区年次総会が成田市中央公民館で開催され、成田 RC は、平素からボーイスカ

ウト運動に深い理解を示し、成田第一団キャンプ場の衛生設備充実にむけ協力し、ボーイ

スカウト活動に多大な支援をした事への感謝状を頂きました（回覧中）。今後も協力し、

交流していきたい旨申し添えてきました。現在、団員減少が問題になっているようです。 

 本日の外部卓話は、ドクターヘリについての内容で、成田周辺ではコードブルーのロケ

でも有名な日医大北総病院があり、また成田空港での航空機事故訓練の際などで目にする

機会がある興味深いお話しだと思います。卓話を宜しくお願いいたしまして挨拶とします。 

 

◇ 委員会報告 

・会員増強・維持拡大委員会   村嶋 隆美 委員長 

お知らせとお願いです。会員増強・維持拡大の委員会を開催します。今年度・次年度の合

同委員会です。5 月 24 日例会終了後 1 時半から開催します。会員の方には後程通知いたし

ます。また会員候補者の推薦について年度当初 72 名でしたが、現在 69 名と 3 名減となっ

ております。今年度中は維持したいと思っておりますのでお知り合いの方、ふさわしい方

がいらっしゃったら推薦をお願いいたします。 

 

・国際奉仕     村嶋 隆美 サブリーダー 

神﨑会長、石田会員より使用済み切手を頂きました。ありがとうございます。引き続きご

協力よろしくお願いいたします。 

 

・クラブ管理運営委員会   小寺 眞澄 委員長 

来週の落語観賞会ですが、若干変更がありました。上野から浅草に場所を変更しました。

参加者には後ほど通知させていただきます。 

 

・米山記念奨学委員会    ローソンかおり 委員長 

神﨑会長から 100,000 円のご寄付を頂きました。ありがとうございます。 
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◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古、八街、印西ロータリークラブ 

・出欠表（落語観賞会、研修・新会員歓迎例会） 

・2019-20 年度活動計画書掲載用 会員名簿、誕生日・結婚記念日リスト、職業分類ご確

認のお願い 

・2018-19 年度 地区大会記念ゴルフ大会参加者へのご案内と組合せ表 

・2019-20 年度 地区大会記念ゴルフ大会のお知らせ 

・ロータリーの友事務所より「私の宝物」投稿募集のお知らせ 

・比国育英会バギオ基金より「バギオだより」2019 年５月号 Vol.72 

・RI 日本事務局 業務推進・資料室より「青少年奉仕月間」リソースのご案内 

・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」５月号 No.239 

【連絡】 

・５月のロータリーレート １ドル＝１１２円 

・本日、例会終了後に理事会を開催します。 

・地区研修・協議会部会写真提出のお願い 

 

◇ 卓話 

～～ ドクターヘリについて ～～ 
篠田 伸夫 様 

（NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク理事長） 

【略歴】 

生年月日  昭和 18年 7月 12日 

本   籍  鳥取県 

 

昭和 42年 3月   京都大学法学部卒業 

昭和 42年 4月   自治省採用 

昭和 55年 4月   出雲市助役 

昭和 60年 5月   自治省消防庁救急救助室長 

昭和 62年 4月   岐阜県総務部長 

平成元年 6月    自治省行政局振興課長 

平成 3年 6月    東京都総務局行政部長 

平成 5年 9月    岐阜県副知事 

平成 8年 1月    自治省消防庁次長 

平成 9年 3月    退官 

平成 9年 4月    救急振興財団副理事長 

平成 12年 4月   全国町村議会議長会事務総長 

平成 18年 12月  全国仮設安全事業協同組合専務理事 

平成 28年 5月   全国仮設安全事業協同組合副理事長（現在に至る） 

【HEM－Net 関係の経歴】 

平成 11年 12月  救急ヘリ病院ネットワーク理事 

平成 21年 4月   救急ヘリ病院ネットワーク副理事長 

平成 25年 4月   救急ヘリ病院ネットワーク理事長（現在に至る） 
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本日は貴重なお時間を頂きありがとうございます。簡単にドクターヘリについてお話さ

せていただきます。 

 

○ 「避けられた死（preventable death）」 

ドクターヘリを語るときのキーワード（→カラーの救命曲線） 

ドクターヘリは「阪神・淡路大震災」がきっかけで生まれた。6400 人以上が亡くな

ったが、その中の 500 人近い人は避けられた死ではなかったのかと言われている。 

今まで医者は病院で待っているのが当たり前だったが、医師の方が患者の元へ。1938 年ド

イルの外科医キルシュナーが提唱。平成 13 年スタート。医師道の大転換となった。 

 

※DMAT(ディーマット)災害派遣医療チームのこと。「Disaster Medical Assistance Team」

の頭文字をとって DMAT(ディーマット)と呼ばれる。医師、看護師、 医師・看護師以外の

医療職及び事務職員で構成される 

カラー救命曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ドクターヘリに期待されること＝「迅速性」 

（2、3 分で飛び立ち、平均 13 分で患者の元へ行きバトンタッチしている） 

→「迅速性」を担保するための要件は 3 つ 

① 「基地病院」を救命救急センターに設置 

② 医師・看護師が基地病院に常時待機 

③ ドクターヘリが基地病院敷地内のヘリポートに常駐 

 

○ ドクターヘリの配備状況：43 道府県 53 機(2018 年 9 月 30 日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①心臓停止後約 3 分で 50%死亡 

②呼吸停止後約10分で50％死亡 

③多量出欠後約 30 分で 50%死亡 
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○ ドクターヘリ導入の推移（→グラフ） 

「本格的運航開始の 2001 年から 5 年間で 30 機導入」が厚生労働省の目標 

→しかし、10 機に止まった→何故か？ 

→「国民の関心が低い」「導入する道府県の財政力が乏しい」 

→HEM-Net が行動開始→①議員立法による「ドクターヘリ特別措置法」制定を要望（2007

年 6 月に実現）、②総務省に特別交付税措置を要望（2009 年 3 月に実現）→これをき

っかけに導入が急上昇→「50 機達成年数：ドイツ 25 年対日本 15 年」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特異な導入の例→LC（ライオンズクラブ）による市民運動／知事への HEM-Net の直

訴    石川、佐賀、鳥取県など 

 

○ ドクターヘリの活動舞台：「平常時」だけでなく「大災害時」も大活躍  

（平成 23 年東日本大震災では、日本にある 26 機うち 18 機が被災地で活躍） 

 

東日本大震災→航空法施行規則第 176 条の改正＋防災基本計画の改正 

 熊本地震→大災害時におけるドクターヘリ運用体制を実証＋防災基本計画の改正 

 

○ 「量的拡大の時代」から「質的充実の時代」へ 

「15 分ルール」に即せば未だ配備数は不足（配備密度：ドイツ 1.7 対日本 1.1）→しかし、1

都道府県 1 機はほぼ達成→そこで、「量的拡大」から「質的充実」へ→①D-Call Net、

②ドローンとドクターヘリのコラボによる医療、③ドクターヘリのアジアへの展開 

 

○ 成田ロータリークラブへの期待→「質的充実」の①と③に是非ご協力を！！ 

 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

 

 

 

 
第 11 回理事会 
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１、５、６月の例会及び事業、行事計画の確認 

2. クールビズ期間の件       5 月 10 日から 9 月 30 日               承認 
3. 高橋会員の健康状況 

体調不良の為、今後のロータリー活動は主治医の先生と相談               承認 
4. 次々年度クラブ会長 

指名委員会にて堀口会員に決定した旨、例会で報告済み(決定は 6/14 クラブ協議会に於いて) 承認 
5. ガバナー公式訪問随行計画    会員は必ず一人 1回随行               承認 
6. 角田会員のお見舞い １万円                             承認 
7. 5/15（水）第 52 回インターアクト指導者講習会の件 

土井豊彦会員、成田高校早川先生と生徒３名が出席 登録料 6,000 円（５名分）      承認 
8. ロータリーの友「私の宝物」へのご投稿のお願い    平山幹事が投稿          承認  
9. 6/14（金）フェアウェルパーティー  

神﨑誠会長、平山秀樹幹事、地区出向者（諸岡靖彦ご夫妻、堀口路加、角田幸弘、小寺眞澄 
笠原智、矢野理恵、諸岡市郎左衛門、齊藤三智夫、土井豊彦）12 名 会場：マンハッタン  承認 

10. 4/20（土）地区研修・協議会 朝食代 21,686 円                    承認 
11. 4/26（金）メディア交流会 講師へのお土産代 3,500 円、お車代 10,000 円        承認 
12. 4/28（日）日本ボーイスカウト千葉県連盟 印旛地区協議会  

2019 年度年次総会 式典の部   神﨑会長が出席                 承認 
13. 5/17（金）国際医療福祉大学 国際交流親善パーティーの件  平山幹事出席       承認 
14. 5/18（土）富里ロータリークラブ 創立３５周年記念式典 
 会長・幹事が出席   登録料 20,000 円（2 名分）                   承認 

15. 5/27（月）RLI 卒後コース、6/8（土）DL 養成講座および閉講式・懇親会の件  
  出席者なし                                     承認 
16. 5/31（金）成田空港対策協議会 第 37 回定時総会および懇親会 

佐瀬会員が出席 会費 7,000円                            承認 
17. 6/13（木）-14（金）最終会長幹事会 会長・幹事が出席 参加費用 20,000 円（2 名分）  承認 
18.その他 
 ・2 クラブ合同花見例会 花装飾代の件   27,000 円をクラブより負担           承認 
 ・5/10（金）外部卓話講師へのお土産代 3,512 円、お車代 10,000 円             承認 

 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

5 月 3日(金) 休会 対象：憲法記念日  

10日(金) 
外部卓話：NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク HEM-Net クールビズ開始-9/30 
篠田伸夫（元消防庁次長） 第 11回理事・役員会 

17日(金) 移動例会 落語観賞会 

18日(土) 富里 RC35周年 会場：ラディソンホテル 

20日(月) 地区大会記念ゴルフ大会 会場：久能カントリー倶楽部 

24日(金) 
外部卓話：ローターアクト設立に向けて（仮） 
講師：国際医療福祉大学 赤津 晴子先生 

31日(金) 研修・新会員歓迎会（夜間例会） 会場：U-シティホテル 

6 月 7日(金) 第 12回理事・役員会（新旧合同） 

14日(金) クラブ協議会-6 年度総括 

21日(土) クラブ協議会-7 年度総括 

28日(金) 夜間移動家族例会 会場：ANAクラウンプラザホテル成田 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９名 ６７名 ４２名 ２５名 ６２．６９％ ６４．１８％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 3 月 25 日 新潟 新発田ロータリークラブ 

神﨑 誠、小泉 英夫、堀口 路加、平山 秀樹、土井 英二 
村嶋 隆美、菊地 貴、小寺 眞澄、甲田 直弘、諸岡 市郎左衛門 
諸岡 靖彦、長岡 明大 各会員 

5 月 10 日 第 11 回理事・役員会 

諸岡 靖彦、神﨑 誠、平山 秀樹、齊藤 三智夫、諸岡 正徳 
小寺 眞澄、菊地 貴、村嶋 隆美、堀口 路加 各会員 

5 月 11 日 
諸岡ガバナー年度ガバナー 
補佐・地区委員長会議 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


